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 自由再生における背景色文脈効果について，これまで背景

色が変化しないか，ランダムに変化する条件でしか調べられ

ていなかった (Isarida & Isarida, 2007)。 
酒井・漁田 (2007; 第 5 回認心大会) は 1 画面に 6 項目を提

示した条件で，背景色を単純交替させた。その結果，文脈効

果は生じなかった。背景色文脈効果が生じなかった要因とし

て，(1) 背景色が単純交替であった，(2) 複数項目を同時提示

していた，あるいはその両方と推測できる。 
 本研究は，複数項目を同時提示したとき，背景色変化が文

脈効果に与える影響を検討することを目的とした。 
 

方法 

実験計画 背景色変化 (ランダム, A-BAABABBA-B vs. 単
純交替, A-BABABABA-B: 参加者間) × 文脈 (同文脈, SC vs. 
異文脈, DC: 参加者内) の 2 要因混合計画を用いた。 

実験参加者 46 名の大学生を各背景色変化条件に 23 名ず

つランダムに割り当てた。 
材料 連想価が90以上のカタカナ2音節綴30個 (林, 1976) 

を相互に無関連となるように選出した。 
文脈条件 再生項目の学習時の背景色が，テスト時の背景

色と同じ場合 SC 条件の再生とし，異なる場合 DC 条件の再

生とした。 
手続き 意図学習の個別実験であった。教示に続いて，記

銘項目を 3 個ずつ 10 画面 (計 24 項目，12 秒／画面) 提示し

た。記銘項目の提示順は参加者ごとにランダムとした。項目

提示時の背景色は 2 種類の背景色対 (薄赤－薄緑または薄青

－薄黄) からランダムに選出した。半数の実験参加者は薄赤

－薄緑の背景色対，残りは薄青－薄黄の背景色対とした。1・
10 画面目の項目は系列位置効果除去のための緩衝項目とし

分析から除外した。 
項目提示の終了後，画面中央に 3 桁の乱数を表示し，その

数から 3 ずつ減算し続ける計算課題を 30 秒間実施した。計算

課題中の背景色は灰色であった。 
計算課題終了後，画面 3 か所に「???」を提示し，60 秒間

の口頭自由再生開始の合図とした。再生テスト時には，学習

時に用いたうちいずれかの色を背景色として提示し続けた。 
 

結果と考察 

再生率 背景色変化 × 文脈の関数としての再生率と標準

誤差を Figure 1 に示す。2 要因分散分析の結果，文脈の主効

果 [F (1, 44) = 6.22, MSE = 3.53, p < .05] が有意となり，背景

色変化の主効果と交互作用は有意でなかった [Fs < 1]。 
群化 各条件のサンプル数は，ランダム条件：画面 23，背

景色 21 (再生カテゴリ数が 1 の参加者 2 人を除く)，単純交替

条件：画面 22 (再生項目数 = 再生カテゴリ数だった参加者 1
人を除く)，背景色 22 (再生カテゴリ数が 1 の参加者 1 人を除

く) となった。画面にもとづく群化の実測値と期待値 (Figure 
2) との差はランダム条件 [t (22) = 3.40, p < .01] と単純交替

条件 [t (21) = 2.78, p < .05] ともに有意であった。背景色にも

とづく群化の実測値と期待値との差は，ランダム条件 [t (20) 
= 2.31, p < .05] において有意となり，交互交替条件 [t (21) < 
1] においては有意でなかった。ランダム条件において背景色

にもとづく群化が有意であったため，ランダム条件について

ARC スコアを算出した (画面:0.313, 背景色:0.246)。ARC ス

コアにおいて画面－背景色間の差は有意でなかった [t < 1]。 
本研究の結果，1 画面に 3 項目を提示した場合，背景色が

変化するだけで文脈効果が生じることを見出した。 
群化指標において背景色と画面の間に差がなかったことか

ら，背景色にもとづく群化は生じなかったといえる。この結

果は Isarida & Isarida (2007) と一致する。 
 

 

0

10

20

30

40

50

At random Alternation

M
ea

n 
Pr

op
or

tio
n 

C
or

re
ct

 
(%

)

Type of changes in BGC

SC DC

Figure 1. Mean Proportion of Free Recall (with standard error bars) as a 

Function of Type of Changes in BGC x Context. 
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Figure 2. Mean Proportion of Observed and Expected Values of Category 

Repetitions in Free Recall (with standard error bars) as a Function of 

Category. 

(SAKAI Tetsuya, ISARIDA K. Toshiko, and ISARIDA Takeo) 


